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男子一般

山口 島根 鳥取 岡山 広島 勝敗 ゲーム率 順位

山口 0-6 0-6 0-6 0-6 0-4 ５位

島根 6-0 7-6(2) 3-6 5-7 2-2 ３位

鳥取 6-0 6-7(2) 2-6 1-6 1-3 ４位

岡山 6-0 6-3 6-2 6-3 4-0 １位

広島 6-0 7-5 6-1 3-6 3-1 ２位

優勝 高林　直貴 上田　昌弥 （岡山県）

準優勝 小川　雄大 半場　史晃 （広島県）

第３位 武田　圭太郎 周藤　公貴 （島根県）

第４位 岸本　健悟 平木　優成 （鳥取県）

第５位 （山口県）

男子ベテラン

山口 島根 鳥取 岡山 広島 勝敗 ゲーム率 順位

山口 6-2 4-6 6-3 6-7(0) 2-2 0.55 ２位

島根 2-6 6-1 2-6 6-4 2-2 0.484 ３位

鳥取 6-4 1-6 1-6 2-6 1-3 ５位

岡山 3-6 6-2 6-1 6-1 3-1 １位

広島 7-6(0) 4-6 6-2 1-6 2-2 0.473 ４位

優勝 忠政　武司 坂本　純一 （岡山県）

準優勝 前田　一彦 日野村　剛 （山口県）

第３位 宗近　洋 小草　慶治 （島根県）

第４位 武田　将孝 岡田　雅二 （広島県）

第５位 伊藤　英憲 杉野　隆志 （鳥取県）



男子グランドベテラン

山口 島根 鳥取 岡山 広島 勝敗 ゲーム率 順位

山口 3-6 3-6 6-3 2-6 1-3 0.4 ５位

島根 6-3 2-6 5-7 3-6 1-3 0.421 ４位

鳥取 6-3 6-2 6-3 6-2 4-0 １位

岡山 3-6 7-5 3-6 6-7(7) 1-3 0.441 ３位

広島 6-2 6-3 2-6 7-6(7) 3-1 ２位

優勝 湯浅　啓司 逸見　佳弘 （鳥取県）

準優勝 青山　　裕 宮本　和典 （広島県）

第３位 長塩　薫 大倉　康典 （岡山県）

第４位 永原　学 押川　浩二 （島根県）

第５位 伊藤　忠則 十楽　浩之 （山口県）

女子一般

山口 島根 鳥取 岡山 広島 勝敗 ゲーム率 順位

山口 6-3 4-6 3-6 3-6 1-3 ４位

島根 3-6 3-6 0-6 1-6 0-4 ５位

鳥取 6-4 6-3 1-6 4-6 2-2 ３位

岡山 6-3 6-0 6-1 6-1 4-0 １位

広島 6-3 6-1 6-4 1-6 3-1 ２位

優勝 貝原　碧 北野　砂野加 （岡山県）

準優勝 西久保　絵里 安成　靖子 （広島県）

第３位 濱家　果子 三浦　舞子 （鳥取県）

第４位 福永　恭子 田島　梨帆 （山口県）

第５位 宗近　由佳子 米原　理香 （島根県）



女子ベテラン

山口 島根 鳥取 岡山 広島 勝敗 ゲーム率 順位

山口 6-1 6-0 3-6 6-3 3-1 ２位

島根 1-6 6-4 6-2 3-6 2-2 ３位

鳥取 0-6 4-6 1-6 6-2 1-3 ４位

岡山 6-3 2-6 6-1 7-5 3-1 １位

広島 3-6 6-3 2-6 5-7 1-3 ５位

優勝 忠政　志穂 原　　美保 （岡山県）

準優勝 岩本　ちえみ 横枕　知美 （山口県）

第３位 徳永　恵美 平林　祐子 （島根県）

第４位 岩本　明美 小林　さえこ （鳥取県）

第５位 秋吉　　緑 清水　由佳 （広島県）

女子グランドベテラン

山口 島根 鳥取 岡山 広島 勝敗 ゲーム率 順位

山口 0-6 0-6 0-6 0-6 0-4 ５位

島根 6-0 6-3 1-6 0-6 2-2 ３位

鳥取 6-0 3-6 1-6 0-6 1-3 ４位

岡山 6-0 6-1 6-1 7-6(6) 4-0 １位

広島 6-0 6-0 6-0 6-7(6) 3-1 ２位

優勝 橘　留美子 八木　洋子 （岡山県）

準優勝 宮松　久子 江藤　末子 （広島県）

第３位 原　由美子 柿田　智嘉 （島根県）

第４位 山根　美行 杉原　三奈 （鳥取県）

第５位 （山口県）



男子 女子
グランドベテラン グランドベテラン

山口 0 3 0 0 3 0 6 ４位

島根 1 1 0 0 1 1 4 ５位

鳥取 0 0 5 1 0 0 6 ３位

岡山 5 5 1 5 5 5 26 １位

広島 3 0 3 3 0 3 12 ２位

※ポイント（Ｐ）計算（各種目）　優勝＝５　準優勝＝３　第３位＝１

MEMO

団体戦成績表

男子一般 男子ベテラン 女子ベテラン 合計Ｐ 順位女子一般



男子
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝ

第１回大会 広島県 河内、浜本 上石、ｳﾞｫﾊﾞﾝﾁｭﾝ 井本、三宅 長江、太田
（１９８０年/Ｓ５５） 中国郵政局コート （広島Ａ） （岡山Ａ） （岡山Ａ） （岡山Ａ）
第２回大会 広島県 大野、土井 西川、木村 井本、三宅 一井、鹿島 中原、石川

（１９８１年/Ｓ５６） （岡　山） （広　島） （岡　山） （鳥　取） （山　口）
第３回大会 山口県 西川、木村 稲田、松居 川畑、竹内 一井、鹿島 佐々木、津島

（１９８２年/Ｓ５７） （広　島） （鳥　取） （広　島） （鳥　取） （岡　山）
第４回大会 島根県 河内、平岡 高原、石川 三宅、井本 長江、佐藤 太田、藤原

（１９８３年/Ｓ５８） 松江市営運動公園コート （広　島） （広　島） （岡　山） （岡　山） （岡　山）
第５回大会 鳥取県 藤井、海老沢 井上、横山 沖本、台丸 前嶋、玉腰 藤原、佐々木

（１９８４年/Ｓ５９） 千代テニスコート （山　口） （広　島） （広　島） （鳥　取） （岡　山）
第６回大会 岡山県 藤井、原野 古賀、滝沢 伊達、重政 井本、長江 石川、中原

（１９８５年/Ｓ６０） 県営コート （山　口） （岡　山） （鳥　取） （岡　山） （岡　山）
第７回大会 広島県 福井、原野 大道、大道 辻村、野上 石津、村本 太田、長江

（１９８６年/Ｓ６１） （山　口） （山　口） （岡　山） （岡　山） （岡　山）
第８回大会 山口県 福井、原野 大熊、宗友 林、中野 吉崎、小田 太田、長江

（１９８７年/Ｓ６２） 厚生年金休暇センター （山　口） （岡　山） （山　口） （広　島） （岡　山）
第９回大会 島根県 西川、山根 鬼頭、渡部 藤井、多田 粟野、小田 太田、長江

（１９８８年/Ｓ６３） 市営総合運動公園 （広　島） （島　根） （山　口） （広　島） （岡　山）
第１０回大会 鳥取県 武田、谷 藤岡、大熊 藤井、花房 粟野、小田 太田、長江
（１９８９年/Ｈ１） 千代テニスコート （岡　山） （岡　山） （岡　山） （広　島） （岡　山）
第１１回大会 岡山県 末広、海老沢 宗友、清水 平田、野上 粟野、小田 安藤、尾田
（１９９０年/Ｈ２） 山陽ハイツ （山　口） （岡　山） （岡　山） （広　島） （広　島）
第１２回大会 広島県 福井、末広 河合、藤田 松本、藤井 梅原、岩崎 阿久津、松浦
（１９９１年/Ｈ３） リョーコーテニスクラブ （山　口） （山　口） （山　口） （山　口） （山　口）
第１３回大会 山口県 吉田、重政 泉水、内山 梅津、柏井 岩崎、福谷 長江、石津
（１９９２年/Ｈ４） 維新百年記念公園 （鳥　取） （岡　山） （島　根） （山　口） （岡　山）
第１４回大会 島根県 西川、益田 長塩、兼田 今津、藤本 浜本、妹尾 長江、石津
（１９９３年/Ｈ５） 市営総合運動公園 （広　島） （岡　山） （広　島） （広　島） （岡　山）
第１５回大会 鳥取県 藤田、星木 赤堀、亀山 今津、藤本 太田、吉国 長江、石津
（１９９４年/Ｈ６） 千代テニスコート （山　口） （岡　山） （広　島） （岡　山） （岡　山）

第１６回大会 岡山県 浜田、竹嶋 貞木、船越 石津、石津 石川、下西 粟野、小田
（１９９６年/Ｈ８） 県営コート （山　口） （岡　山） （岡　山） （広　島） （広　島）
第１７回大会 広島県 中原、森田 山口、井上 井上、兼森 大野、楠戸 粟野、小田
（１９９７年/Ｈ９） びんご総合運動公園 （広　島） （岡　山） （広　島） （岡　山） （広　島）
第１８回大会 山口県 西川、井上 金井、藤田 早野、森川 佐藤、藤岡 粟野、小田

（１９９８年/Ｈ１０） 維新百年記念公園 （広　島） （山　口） （山　口） （山　口） （広　島）
第１９回大会 岡山県 細木、木原 大村、小林 渡部、早野 宇田川、井上 太田、吉國

（１９９９年/Ｈ１１） 倉敷スポーツ公園 （島　根） （岡　山） （広　島） （岡　山） （岡　山）
第２０回大会 島根県 益田、森田 柿並、山本 藤田、多田 藤岡、佐藤 太田、吉國 藤井、倉地

（２０００年/Ｈ１２） 浜山公園 （広　島） （山　口） （山　口） （山　口） （岡　山） （岡　山）
第２１回大会 鳥取県 遠藤、今井 原、永光 森川、早野 宇田川、福森 太田、吉國 中原、石井

（２００１年/Ｈ１３） 布勢総合運動公園 （岡　山） （岡　山） （山　口） （岡　山） （岡　山） （山　口）
第２２回大会 広島県 細木、木原 山田、横溝 宇治、山上 西田、下西 太田、吉國 藤井、原

（２００２年/Ｈ１４） 広域公園 （島　根） （岡　山） （岡　山） （広　島） （岡　山） （岡　山）
第２３回大会 広島県 久米、酒井 波多野、神田 清水、秋吉 安藤、貞政 引田、景山 藤井、原

（２００３年/Ｈ１５） びんご総合運動公園 （岡　山） （山　口） （広　島） （岡　山） （島　根） （岡　山）
第２４回大会 鳥取県 細木、木原 上江洲、高木 梅津、小林 安部・西牟田 太田、吉國 花房、浮田

（２００４年/Ｈ１６） 布勢総合運動公園 （島　根） （広　島） （島　根） （山　口） （岡　山） （岡　山）
第２５回大会 島根県 磯村、井上 片沼、毛利 梅津、小林 石井、寺師 福井、安部 国広、竹嶋

（２００５年/Ｈ１７） 市営総合運動公園 （広　島） （岡　山） （島　根） （岡　山） （山　口） （広　島）
第２６回大会 広島県 苫田、赤松 片岡、上東 磯村、宮本 伊藤、藤田 河本、山田 宮松、江藤

（２００６年/Ｈ１８） びんご総合運動公園 （岡　山） （岡　山） （広　島） （山　口） （広　島） （広　島）
第２７回大会 山口県 今井、北野 早川、西原 磯村、宮本 藤田、伊藤 河本、田中 宮松、江藤

（２００７年/Ｈ１９） 維新百年記念公園 （岡　山） （山　口） （広　島） （山　口） （広　島） （広　島）
第２８回大会 岡山県 伊東、三宅 神内、山口 山手、貝原 西田、佐々木 山田、石川 橘、八木

（２００８年/Ｈ２０） 県営コート （岡　山） （岡　山） （岡　山） （広　島） （広　島） （岡　山）
第２９回大会 鳥取県 山本、寺本 中島、服藤 上田、山本 鶴我、宮地 清水、大源 八木、明比

（２００９年/Ｈ２１） ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ （山　口） （鳥　取） （広　島） （広　島） （岡　山） （岡　山）
第３０回大会 島根県 重松、奥田 松尾、田中 山手、貝原 大倉、長塩 今川、岡田 明比、八木

（２０１０年/Ｈ２２） 浜山公園 （広　島） （広　島） （岡　山） （岡　山） （山　口） （岡　山）
第３１回大会 広島県 大井、村川 大倉、長塩 今川、岡田 上田、山本 北岡、桑原 杉本、三宮

（２０１１年/Ｈ２３） びんご総合運動公園 （山　口） （岡　山） （山　口） （広　島） （広　島） （山　口）
男子 女子

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝ
第３２回大会 山口県 北野、尾園 大倉、長塩 今川、岡田 磯村、上田 八木、明比 倉地、柳原

（２０１２年/Ｈ２４） 維新百年記念公園 （岡　山） （岡　山） （山　口） （広　島） （岡　山） （岡　山）
第３３回大会 岡山県 松村、村川 沢田、浅場 藤田、伊藤 北野、貝原 明比、渡辺 的野、岩崎

（２０１３年/Ｈ２５） 県営コート （山　口） （広　島） （山　口） （岡　山） （岡　山） （島　根）
第３４回大会 鳥取県 大井、村川 伊庭、岸本 藤田、伊藤 小林、吉岡 秋吉、清水 倉地、柳原

（２０１４年/Ｈ２６） ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ （山　口） （岡　山） （山　口） （島　根） （広　島） （岡　山）
第３５回大会 島根県 北野、尾園 沢田、武田 藤田、伊藤 小野、西 明比、八木 倉地、多田

（２０１５年/Ｈ２７） 市営総合運動公園 （岡　山） （広　島） （山　口） （岡　山） （岡　山） （岡　山）
第３６回大会 広島県 半田、山本 小田、池田 藤田、伊藤 北野、貝原 岩本、国沢 国広、中川

（２０１６年/Ｈ２８） びんご総合運動公園 （山　口） （山　口） （山　口） （岡　山） （山　口） （広　島）
第３７回大会 山口県 吉澤、中村 實重、永原 藤田、伊藤 北野、貝原 明比、渡辺 国広、中川

（２０１７年/Ｈ２９） 維新百年記念公園 （岡　山） （島　根） （山　口） （岡　山） （岡　山） （広　島）
第３８回大会 岡山県 山本、樋口 南、武田 長塩、大倉 齋藤、小野 岩本、国沢 風呂本、藤井

（２０１８年/Ｈ３０） 県営コート （広　島） （広　島） （岡　山） （岡　山） （山　口） （広　島）
第３９回大会 鳥取県 永原、永原 坂本、忠政 藤田、伊藤 井上、福永 岩本、寺尾 宮松、江藤

（２０１９年/Ｒ１） ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ （島　根） （岡　山） （山　口） （山　口） （山　口） （広　島）

第４０回大会 島根県 高林、上田 忠政、坂本 湯浅、逸見 貝原、北野 忠政、原 橘、八木
（２０２１年/Ｒ３） 市営総合運動公園 （岡　山） （岡　山） （鳥　取） （岡　山） （岡　山） （岡　山）

岡山県

広島県

広島県

（２０２０年/Ｒ２） 新型コロナウイルス感染症の影響により開催せず

岡山県

団　体　戦

岡山県

岡山県

岡山県

岡山県

山口県

岡山県

岡山県

岡山県

広島県

開催地 男子一般 男子ベテラン 女子一般 女子ベテラン

岡山県

岡山県

広島県

岡山県

広島県

岡山県

山口県

岡山県

岡山県

岡山県

（１９９５年/Ｈ７） 阪神大震災の影響により開催せず

広島県

広島県

山口県

広島県

岡山県

岡山県

岡山県

山口県

岡山県

岡山県

岡山県

岡山県

広島県

岡山県

岡山県Ａ

岡山県

広島県

ダンロップ トーナメント中国決勝大会歴代優勝者

開催地 男子Ａ級 男子Ｂ級 女子 男子ベテラン 女子ベテラン 団　体　戦


